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古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アスペン･エグゼクティブ･セミナー

参加していただきたいのは､異質で多様なバックグラウンド

を持った､さまざまな分野のエグゼクティブ｡拠りどころとす

るのは､優れた古典や近現代の注目すべき文献｡人間を凝視し､

人間的価値の本質について自由で多元的な``対話"を重ねるこ

とにより､自己への内省と社会への洞察を深め､ヒューマニテ

ィーを高めて､より高次のリーダーシップを発揮する力を磨く

･･･｡それが日本アスペン･エグゼクティブ･セミナーです｡

●対象者 企業の役員･幹部社員､官公庁の幹部､字音･

研究者､芸術家､NPO･NGO関係者など｡

●テキスト 東洋･西欧の古典およびコンテンポラリーな文

献から精選し､抜粋･編集した日本独自のテキ

ストを使用します｡

●構成

●開催期間

●使用言語

●その他

モデレーター2名､リソース･パーソン2～3

名を含め､20名張となります｡

5泊6日

日本語

原則として全日程参加｡ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

去年の夏､1日ワイマールに遊び､アスペンゆかり

のゲーテの邸宅を訪ねました｡近くの山荘ともども2

世紀前にゲーテの生活した空間を歩いたので彼の肉声

が懐かしくなり､音読んだェッカーマンの『ゲーテと

の対宕あを､その後時々ひもといています｡今回とく

に印象深く感じたのは､80歳のゲーテが､生涯tlかに

人から批判されて傷つき､また応答するのに無駄な労

力を使ったか回顧しているくだりでした｡

私どもでも社会生活を営んでいると､唐突に或いは

理不尽に批判されてしまったり､一々論駁するのに随

分時間を取られたりすることがありますが､あらゆる

賞賛を集めたこの天才にしてそうだったと知って､ま

ず驚きまた慰められたのです｡

しかし翻って考えてみると､私自身､非才のくせに

天才を批判していないか､反省もさせられます｡アス

ペン･セミナーのテクストには､ゲーテを初め幾多の

天才たちの精華が選りすぐられていますが､私どもは

ついつい批判的言辞を弄したくなる暗があります｡そ-

ういう時ビうすればよいか考えるのですが､上から傲

慢に見下してあげつらうのはもとより､逆に謙遜しす

ぎて､自分の疑問などつまらないものだと抑圧してし

まうこともまずいような気がします｡そのどちらのや

り方でも､読みは深まらないからです｡とすれば､自

分の視座からの批判や疑問を､いかに未熟なものであ

れ､率直にテクストにぷつけ､しかし､テクストがど

う応答するかに耳を澄ますしかないのではないでしょ

うか｡

その時ひょっとすると､いかに天才の霊感によると

しても､他方､時代や民族の制約の中で善かれた-もの

でもあるテクストの限界が見えてくるかも知れません｡

或いはその限界ある部分を批判的に取り去った後に､

より純粋な形で､著者の思想の枢要が顕現してくるこ

とが起こるかも知れません｡さらにはその先に､テク

ストを批判しようとしていた自分の異質で卑小な価値

観が露呈し､自覚されてくることもありましょう｡批

判は､単に相手に向かうだけでは閉じず､突き詰めた

ところ自分自身へと返って来ざるを得ないように思う

のです｡じっさい相手を批判してしまう自己が何者で

あり､自明と思い込んでいた価値が何であったかを､

テクストから適に問い返され､揺さぶられることがあ

ります｡テクスト解釈とは､煎じ詰めればそうした批

判と応答の積み重ねであり､アスペンの対話の精神は

このようなテクストとの対話を基底に含むと､私とし

ては理解しています｡

しかし､こうした批判的対話を経てであるか否かを

問わず､幸福なことは､テクストに包含されている至

高の価値を発見し､その言葉を一字一/毎復唱したくな

るほどその知恵に心酔できる時でしょう｡｢哲学

philosophia｣とは元来､｢知恵sophia｣を｢愛する

ことphilo｣であり､それに酔い痴れるほど思いを募

らせるエロースの心を指しました｡毎回､対話の中で

一つでも二つでもそうした特愛の知恵の詞と出会いた

いと思って､末席に列ならせていただいています｡

セミナーでは､幸福と感謝の思いを抱くことの連続

です｡とりわけ醍醐味を味わうのは､多くの方がうっ

ちゃっていたけれど実は薄々感じていたような､テク

ストに対する率直な問題提起に始まり､しかし否定的

な批判を超えて肯定的な価値の発見にまで､セッショ

ン全体が対話を通して共同に展開して行くような時で

す｡また､素直な価値への憧憬と感激が語られること

があります｡私自身､憧れ､また心を洗われる思いが

するのは､そんな時です｡

思えば､エツカーマンはゲーテの詩と最初に出会っ

た時を想起して､｢繰り返し読み､言葉に表わせない幸

福を味わった｡今ようやく私は目が覚めて､本当の自

覚に到達したような気がした｣と､『対話』の序章で書

いている人でした｡その彼をまって初めて､あのゲー

テの知恵の詞たちも､縦棒に語り出されたのでした｡
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◆アスペン 対話

大統街選挙を終えたアメリカをめくちて
松尾文夫(まつおふみお)氏

1933年東京生まれ｡学習院大字政権学部政治学科卒業｡共同通

信社入社乱 ニューヨーク､ワシントン特派員､バンコク支局

長､ワシントン支局長を経て共同通信マ【ケッツ社長などを歴

任｡2002年に松尾文夫事務所を設立し､知米派ジャーナリスト

として活躍中｡F銃を持つ民主主義-｢アメリカという回｣の

なりたち｣で第5Z同日本エッセイストクラブ葺受賞｡

松尾文夫 本間長世
●日本アスペン研究所副会長 本間長世氏

‡信仰と価値観で勝利したプッシュ陣営
本間 アスペン･エグゼクティブ･セミナーでは｢デモク

ラシー｣のセッションでロックやアメリカの独立宣言を読

んでおり､セミナーに参加した方は今日のアメリカを歴史

的文脈で捉えるという視点を獲得されているはずです｡

アメリカでは昨年プッシュ大統領が再選されて､これか

ら4年間またプッシュ政権が続くわけですが､今回は知米

派ジャーナリストの松尾文夫さんにおいでいただき､アメ

リカの民主主義ヒいうものをここでもう一度検証し直して

みたいと思います｡

松尾さんは､今度の選挙はプッシュ氏が勝つと早くから

予言されていたそうですね｡それでは､彼にとって何が勝

因だったのか､どのような吸引力をプッシュ大統領は持っ

ていたのか｡まず､そのあたりからきょうの話を始めまし

ょうか｡

橙尾 私は大きな底流としては､ケネディージョンソンの

民主党政権がベトナム戦争で自滅し､共和党のこクソンが

｢声なき声の多数派｣(サイレント･マジョリティー)とし

ての中産階級の支持を背景に当選した1968年､再選された

72年の大統領選挙以来､基本的には続いている共和党優位､

民主党守勢というパターンの延長でのプッシュ勝利だった

と思います｡そして具体的な決め手としては､大統領顧問

のカール･ロブが保守的な価値観擁護を旗印に､この4年

間こつこつとキリスト教右派の支持を固めて前回の選挙で

棄権した400万人ほどの新しい保守票の囲い込みに成功した

ことだと思います｡

本間 確かに､その人が教会に行くか行かないかで投票相

手が分かれた､という分析がありますね｡そうすると､ア

メリカの民主主義は宗教に左右されるのかということにな

ってくる｡そもそも､共和党と民主党とはいったいどこが

どう違うのか｡

松尾 アメリカの二大政党については､ラベルだけの遠い

で中身はつきつめると同じだ､という言い方がされてきて

いますが､今度の選挙を見ていると､保守化した中産階級

票の取り合いで民主党が共和党に敗れた､と↓)う意味で､

このラベル論が裏付けられたような気がします｡今回､ケ

､;･

リー候補がイラク政策で基本的にはプッシュ大統領と同じ

土俵にのり､｢私の方がスマートにやる｣と主張し敗れたの

がその実例だと思います｡

ニューデイ｣ル以来､民主党の主流派であったリベラル

派はいまや党内で少数派です｡しかし同時に､今回は共和

党を支持した保守化した中産階級が共和党を離れ民主党を

支持することもあり得るわけで､2期日のプッシュ政権の

試練は､貧富の差と双子の赤字が拡大する中で､どうこの

中産階級の支持をつなぎとめていくかだと思います｡92年

に父ブッシュの再選をクリントンが阻止できたのは､ケリ

ーと違ってこの中産階級票を取り返せたからです｡その意

味で､クリントンの8年間が共和党の亜流だったという見

方も成り立つわけです｡少なくともクリントンはリベラル

な政治はしなかったと思います｡

本間 ご指摘のとおり､クリントン時代はこユーディール･

リベラリズムの民主党ではなくなっていましたね｡財政均

衡を､目指すだけではなくて達成しているし､冷戦が終わ

ったので外交についても大きな決断をすることはなかった｡

2期の大統領職をとにかく全うしただけで､社会福祉の問

題もやりかけたけれど挫折して結局そのまま､というのが

クリントン政隆でした｡

その結果､共和党からプッシュ･ジュニアが堂々と保守

主義を名乗って2000年の選挙に出ます｡ジュニアのスロー

ガンは｢同情心を待った､思いやりのある保守主義｣｡｢居

い上がり｣じゃなくてね(笑)｡彼は実際には｢般投票で負

け､選挙人票で救われた｡それもフロリダで集計ミスが起

こり､連邦最高裁羊蹄fが打ち切りを言ってくれたので､そ

れに助けられて当選したわけです｡こんな選挙は､アメリ

カ史上初めてのことですね｡

ですから､ここでプッシュがひっくり返ってもよかった｡

最近のアメリカは､財政赤字はふくらむぼかりだし､イラ

クは泥沼化している｡世論調査をしても､もうイラクから

撤退すべきだという声の方が多いんじゃないですか｡それ

なのにプッシュが勝利したのは､やはり｢福音主義者｣と

呼ばれるキリスト教右派の票が決定的だったからですね｡

松尾 そして､やはり民主党がだらしなかったと強く思い

ます｡ケリー氏がいろいろな意味で力不足だったというこ

とでしょう｡

‡二極化するアメリカ
本間 そのキリスト教右派の動きですが､宗教右翼という

のは､私たちにはなかなかわかりにくい｡しかもアメリカ

においては､憲法によって教会と政府の分離が定められて

いますからね｡要するに､政府のお金で教会を支えること

はしない｡イギリス国教会のような関係ではないんです｡

それなのに､これほどまでにキリスト教右派勢力が政治に

関わって､それがプッシュを勝利へ導いたのはなぜか｡

松尾 それは､72年にニクソンがインドシナでの戦火拡

大､しのびよるウォーターゲート事件の影という逆風にも

かかわらず､反戦派のマクガバン民主党に圧除､再選を果

たしたのと共通点があると思います｡やはり､プッシュも

中産階級のエゴイズムと愛国心をうまくつかまえたんです

ね｡つまり､9.11テロのショックの中で､イラクを民主主

義国家にすることはアメリカが神から与えられた義務だと

いう言い方で説得し､大量破壊兵器が見つからなかったこ

とはどうでもいいことにしてしまったわけです｡

もう一つは､彼ら中産階級のカウンターかレチャーに対

する危機感､嫌悪感につけ込んだことです｡今回はゲイ･

マリッジ(同性婚)の問題がやはり大きかった｡マサチュ

ーセッツ州やサンフランシスコ市が同性婚を認め､何千組
というゲイの人たちが集まって祝いましたね｡この光景は､

民主党側の人間までが少しゲイ･パワーがはしゃぎすぎた

と言い出すほどのインパクトを､保守的な人々に与えたわ

けです｡これによってケリーは､価値観重視派や宗教票を

敵に回してしまいましたね｡

今後､この保守勢力が影響力を持って､例えば最高裁判

所の判事なども彼らの思うとおりになるのかどうか､これ

は注目していく必要があると思っているんです｡ただプッ

シュ政権の2期目に､これまでの保守戦略の仕上げを彼が

どうするのか｡やはりカギを握るのはこの中産階級のエゴ

イズムで､それがどちらを向くのか､ということだと思い

ます｡財政赤字の拡大と戦死者数に彼らがどう反応するか､

ということですね｡

本間 今回､テレビで選挙結果の地図が出ると､ブルーと

レッド､育と赤が非常にはっきりと分かれましたね｡大西

洋沿岸と太平洋沿岸北東部が民主党のブルー､真ん中が共

和党の赤｡これは人口に比例した地図ではありませんが､

これを見ると､アメリカの政治風土は実に鮮やかに二極化

している｡2つの沿岸地帯は大都市も多く､名門大学も多

いところです｡二極化の一つの背景は､高学歴層の厚さの

相違でしょう｡新聞で言えば｢ニューヨ｣ク･タイムズ｣

｢ボストン･グローブ｣｢ワシントン･ポスト｣｢ロサンゼ

ルス･タイムズ｣を読んでいる層がプッシュを引きずり下

ろすだけの力を持たなかったということになります｡

松尾 昨年10月の末に､CNNで有権者参加の討論番組を

放映していたんです｡そうしたら､まさしくいまおっしゃ

った､アメリカの二極化をどうするかという問題が取り上

げられていました｡共和党と民主党からは､それぞれ中堅

クラスの選挙対策の口達者なのが出ていまして､民主党側

は｢ケリーが大統領になれば和解をやる､二極化は心配な

い｣と｡共和党酢ま｢ドント･ウォーリー｣と言って､わ

れわれは過去においてつねに対立は克服してきた､南北戦

争しかり､独立戦争しかり､と言うんですよ(笑)｡

本間 選挙もまさに戦争なんだ(笑)｡戦争で克服した和解

を引き合いに出すのは疑問だと思いますね｡

松尾 これを聞いて､つくづくアメリカは対立を前提とし

た国なんだなと思いました｡武力行陵による平和というも

のが当たり前になっている｡これには勝ち組､負け組がつ

きものなんですが｡

本間 ただ､独立戦争､これは日本では独立革命と言って

いますが､本国から分離しようということで他国ではなく

本国と｢対立｣したのであって､それは同時に13の植民地

が結合することであったわけですね｡

松尾 自分たちの利益のために､本国に税金を払いたくな

いという点で一致する｡

本間 しかし結局､独立してもそれぞれの国家をつくるこ

とはなく､憲法を制定して､1つの連邦共和国をつくった｡

完全に1つの国ではなく､連邦共和国をつくったという点

で､対立を回避していると思うんです｡

松尾 あの国は､対立あるいは対決を前捷としていて､最

後は妥協で成り立っている｡しかし､最後には武力の行使

はいとわず躊躇しなV)｡

本間 実際に『分裂するアメリカ』と遷した本があります
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◆アスベン対話

大統領選挙を終えたアメリカをめくちて

が､アメリカ国内にはさまざまな利害による分裂､対立が

ありますし､多民族国家ということで文化も多様化してい

ます｡結局､アメリカは最初に連邦制にしたように､多様

化の中で1つにまとまるという逆説を抱えながらずっと行

く国だろうと考えるしかないですね｡

‡銃を持つ民主主義
本間 いまの対立を前提としている国という問題と絡むと

思いますが､松尾さんはF銃を持つ民主主義-｢アメリ

カという国｣のなりたち』というご本を害いておられます

ね｡この意味は｡

枚尾 結局､日本人が一番わかっていないのは､銃砲規制

についてのアメリカ人の考え方です｡以前､アメリカで日

本人の留学生がハロウィーンの日に家を間違えて銃で撃た

れた事件がありました｡その道族の方が､選挙中に500万円

をケリー候補の陣営に寄附したそうです｡これはすごくア

イロニーに富んだ謡だと思います｡ケリー氏も､結局ガン･

コントローノレ､銃規制に関してはきわめて曖昧な言い方で

しかコミットせず､ご存じのように選挙戦の終盤忙は､オ

松尾文夫氏

ハイオ州でわざわざ銃を持って狩りに行くところを見せて

いる｡要するに､ガン･パワーに対してすり寄っているん

です｡日本では､共和党は銃境制をしない､民主党はする

と考えられていますが､それは大間遺し)で､やはり民主党

も全米ライフル協会(NRA)に対して媚びるような姿勢

を示しています｡

これは憲法に､最終的には市民が銃を持つ権利を認めて

いると解釈することが可能な憲法修正第2条がいまだに残

っているからです｡その根っこは建国のときの思想にある

んです｡建国の父たちは､まさに｢銃を持つ民主主義｣で

やってきた｡要するに､それぞれが独立しなかった13の州

政府が､しぶしぶ連邦中央政府を必要悪としてつくったわ

けですが､その連邦中央政府がもし独裁専制に陥ったら､

市民みんなが武器を持って阻止すればいい､このため市民

皆武装しておけば安心だというのが彼らのロジックだった

わけです｡そして憲法を制定する過程で修正10カ条という

ものが急遽追加される中に､｢言論の自由｣の次に憲法修正

2条｢銃を持つ権利｣というのが入っている｡この辺のと

ころをわれわれはきちんと理解しないと､彼らの言動を理

解できないわけです｡最高裁判所もこの間題では中途半端

大統領】霊草中､フロリダ州ジャクソンビルで演説するナソシュ大統領(AFP=時事提供)
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本間長世氏

な判決しか出していません｡

本間 結局アメリカは､17世紀イギリスの法律をそのまま

引き継いでいるんですね｡日本には､いまでも英米法辞典

はありますが､米法辞典はありません｡英米法で間に合っ

てしまう｡そして､アメリカに植民地がつくられた17世糸己

当時のイギリスの法律では､市民は各自武舘を持つことが

義務づけられていたんです｡

松尾 それが市民である証拠のようになるわけですね｡

本間16歳になったら民兵組織に入ることになっており､

その伝統が植民地に生きている｡そのミリシャ(民兵)は､

植民地で大活躍するんです｡柏手は誰かと言うと､フラン

ス植民地のカナダにいるフランス兵､それとインディアン

です｡

惚尾 それが独立戦争のときは､今度はイギリス軍､正規

軍と戦うわけですね｡

本間 その伝統があるので､各人が武器を持つのは当然と

いう感覚がしみ込んでいる｡当初は中央政府に対して州を

守るという精神からでしたが､いまはもうそのような精神

は忘れられて､ただ各人が武器を持って泥棒や強盗などに

立ち向かうんだということになっているんです｡

枚尾 イラクでいまアメリカは武器の回収をやっています

が､これはアメリカ型民主主義をイラクに広めようとして

いる人にとっては､非常に皮肉なことですね｡一方で｢銃

を持つ民主主義｣を広め､一方で刀狩りをやっているとい

うのは(笑)｡

とにかく､そういうアメリカと日本は付き合っていかな

くてはいけないわけです｡

本間 いま日本はアメリカに大変模範生のようにもてはや

されていますが､それはやはり日本がいち早く協力を表明

したことが大きいのであって､日本政府としては､自衛隊

(アメリカから見れば立派な軍隊です)がイラクから撤退

するとアメリカとの信頼関係が崩れるのではないかという

心配があるのでしょう｡

‡終わりのない闘争の中で
本間 いま日本の世論もヨーロッパの世論も､世界中の世

論が､プッシュ政権の政策に対して反対､特にイラク戦争

に対する反対が強まっています｡そうすると､日本やイギ

リスなどプッシュに協力しているところは､政府と国民と

の間に微妙なずれが出てくる可能性がある｡いや､すでに

出ていると言えるでしょう｡クリバンを制圧しても､サダ

ム･フセインを捕らえても､イラク暫定政府を樹立しても､

イラクの治安は悪化する一方で､しかしプッシュは再選さ

れ､慎重派とされたパウエルに代わってプッシュのイ譲が

厚いライスが国務長官になった｡プッシュがますます強気

にこれまでの路線を突っ走ると､アメリカ政府対国際世論

の対立が深まるのではないでしょうか｡

松尾 これはやはり､アメリカひとり勝ちの悲劇ですね｡

つまり､東西冷戦に勝ってしまい､いま怖いものがない｡

しかし､どこかで戦争は終わらせたい｡ベトナム戦争のと

きは､｢べトナム人化計画｣で実質的には投げ出して撤退し

てもソ連や中国そしてホー･チミンがいて､南ベトナムを

引き取ってくれました｡今回の｢イラク人化計画｣では､

アメリカが投げ出しても引き受けてくれるところがない｡

その意味では､自衛隊を派遣した日本も非常に難しい問題

を抱えてしまったと思うんです｡

本間 私たちから見て心配なのは､イラクを仮に投げ出す

と､イラクという国がどうなるかわからないことです｡イ

ラクにはクルド人がいるとかスンニ派､シーア派がいると

かで､話が簡単でない｡もう一つは､テロリズムとの闘い

がある｡国と国とが名乗りを上げて戦う闘しゝではないため､

どこが戦争の終わりかが決められない｡テロリストはどこ

で何をするかわかりませんからね｡イラクが仮に鎮まって

も､次i･こは別のところでテロリストが出てくる可能性があ

る｡だからテロリズムとの闘いは終わりなき闘いなんです｡

さらにもう一つの問題は､イラクでの戦争が信仰と信仰

の闘いになってしまっていることです｡イスラム教対キリ

スト教の闘い｡これを仕立て上げたのは､やはりプッシュ

ですね｡信仰と信仰の闘いも､終わりなき闘いです｡この

3つの点に関して､ラムズフェルドなどネオコンたちにそ

こまでの展望があったとは私には思えないんですね｡

松尾 私はむしろ､プッシュに対して同情していますよ｡

結局､ネオコンも含めて保守派自身みんな非常に戸惑って

いると思うんです｡双子の赤字は共和党の基盤である健全

財政派には耐えられないくらい深刻になっていますから｡

9.11以後のテロの恐怖がどこまでこうした｢プッシュの冒

険｣を許容し続けるかというところにきていると思います｡

本間 救いになるかどうかわかりませんが､予測は必ずし

も当たらないものです｡1950年代にはアメリカにはリベラ

リズムしかないと言われ､1964年の大統領還挙でも､保守

主義者を名乗った共和党候補は惨敗しましたが､1970年代

以来､保守主義が巻き返してきました｡日本にはプッシュ

政権の方が日米関係にとってはよいという向きもあります

が､政治は予測通りには動かないものです｡2DO5年の世界

に希望を持ちたいですが｡

･二･



◆特別寄稿

生命諭的世界観り構築
生命誌と哲学の協同を

中村桂子
●JT生命誌研究館館長

l人間とヒト
私とは何だろう｡私はなぜ今ここにいるのだろう｡人間

とは何だろう｡これまで一度もそんなことを考えたことは

ないという人はいないだろう｡答は得られないにしても､

これらの問いを考えることによって､よく生きる遣を探っ

ていくことが､生きるということなのだろうと思っている｡

ところで､人間という吉葉がもつ内容は､時代によって

変ってきた｡今､21世紀という時代に人間を考えるなら､

人間の中にある生きものとしての｢ヒト｣とl)う部分の位

置づけを明確にする必要がある｡しかし､残念ながらまだ

納得のいく位置づけはできておらず､そのために､多くの

問題が生じている｡人間とヒトの関係は複雑であり､明確

な位置づけは難しいが､混乱のままに過ぎていくと､現実

社会でも知の世界でも多くの弊害が生じかねないので､力

不足は承知のうえで､問題整理をしてみたい｡

l種･個体･細胞
人間はもちろんのこと､生きものについて考える時､対

象になるのは個体である｡ところで､現代生物学は､ここ

に新しい視点を入れた｡この変化が起達たのは19世系己であ

る｡時代とは面白いもので､多様な生きものの中に普遍性

を探ってきた字間が､この世紀に一気に成果をあげたので

ある｡ここは生物学の話をする場ではないので詳細は省く

が､次の4つの事柄は記憶に止めておいていたださたい｡

まずダーウィンの｢種の起源｣｡種というものの独自性と同

時に､新しい種は進化によって既存の種から生れてくると

いう連続性が明らかにされた｡次がメンデルの｢遺伝因子

の発見｣｡生命の連続性を支える具体を示唆し､現在の

DNAを基盤にする生物学を拓いた成果である｡ここまでは

専門外の方にも馴染のあることだろうが､残りの2つ､細

胞説と生化学も重要である｡これは､地球上の全生物は細

胞を構造と機能の単位とすること､しかも細胞を構成する

のは化学物質であり､生命現象は化学反応で説明できるこ
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とを明らかにしたのである｡その後の研究により､化学物

質の中でもDNAが基本であり､これが遺伝子としてはたら

くことが解明されたというわけである｡

ここで明らかになったことは､生きものとしての人間を

考える時は､私という個体を中心にしながらも､極と細胞

という広がりの中に自分を置く必要があるということであ

る｡人間を考えるには､人類という視点と他の生きものと

つながった存在という見方とが重要なのである｡

生きものとしての人間-ヒト

そこで､生きることを考えるにあたって､まず､私への

執着､更には個体としての存在への執着をはずそうではな

いか｡いやそう考えなければ､よい生き方を選ぶことはで

きないというのが生命誌という筆者の立場からの提案であ

る｡予め申し上げておくが､最後にはもちろん"私''に戻

ってくるつもりであり､またそうでなければ､生きるとい

う意味を考える必要はなかろうと思う｡

そこで､光ほど述べた種と細胞という広がりの中､別の

表現をするなら生きものの世界に入りこんでいただきたい｡

地球上の全生物は細胞でできており､しかもその中には細

胞を細胞たらしめるものとしてDNA(ゲノム)が入ってい

る｡一つの例外もなしにである｡しかも､さまざまな生き

もののゲノムの解析により､このシステムは40億年近く前

から変らないはたらき方をしてきたことがはっきりしてき

た｡身のまわりの機械と比べてみると､このヒトもバクテ

リアも暮らし方の基本は変らないという生きものの特徴に

は驚くほかない｡オゾンホー/レが生じてあまりにも強い紫

外線が地球に届くことになれば､それは細胞を破壊し､ひ

いては個体をも壊す結果になるという事実は､生きものす

べてに共通することなのである｡つまり､40憶年の時間と

地球全体に広がる5000万種の生きものたちの中に自分を置

くという作業は､どのような技術を開発するかという判断

にも関わることになる｡生きものとつながるというこの感

覚は､ゲノムを知ることから自ずと得られるものなので､

生命誌(ゲノムが語る物語)研究の結果の発信はそのため

に行なっている｡

このような共通性を踏まえたうえで､日常の生酒は､5000

万種もの種のそれぞれが特徴ある形で進めている｡ヒトと

いう種のもつ特徴は､複雑で美しいものを見る能力､自由

な手でものを作る能力､言葉を用いて考えたり話し合う能

力などなど､文化･文明を生み出せる特徴を生かして社会

をつくっていくことである｡

ところで､このような性質を生かして生きようとするヒ

トのもう一つの特徴は､完成がないことではないか｡最近

考えることである｡ネオテニーと言われ､他の霊長類の子

どもがヒトによく似ていること､ヒトは長く子ども状態に

あることが知られている｡他の生きものは､ある時期が来

ると大人として｢人立ちし､次世代を残して死ぬ｡

それに対して､ヒトはいつ大人になるのだろう｡20歳で

の成人式は便宜的なものであり､身体が生殖可能な状態に

なるのはそれより以前である｡一生の間､学んだり遊んだ

りを続ける人間は､これで完成ということがない点で他の

生物とは大きく異なる｡

l意味世界を必要とする人間

細胞を通して他の生きものとつながっていく生き方は､

極めて明確に見通せることがわかった｡問題は､現代社会

がこの提案を受け入れる価値観になっていない(たとえば､

生命よりお金が大事という価値観で動いているとしか思え

ない)ことであり､21世紀にはこれが変ってくれることを

願う｡

一方､生きものであることを踏まえながら､なお人間と

して生きるという課題に向き合うにはどうするか｡他の生

きものの場合は生きものとしての生き方ですべてが決めら

れているが､ヒトはそれによっては完成されないというの

だから‥=･･｡恐らくここで必要なのが哲学だろう｡最近流

行の､あまり上品でない言葉を使うなら､ここで哲学者に

丸投げするのが分に合っていると思いながら､一つだけ生

命誌で考えてみたいことがある｡

19世紀以来の生物学は､無機的世界と生きものの世界は

共に物質(元素)で構成されているという点では明らかに

連続しているのに､一方で不連続健滝あるということを解

明した｡この不連続が､細胞の出現であり､それを支える

のがゲノムである｡ゲノムには情部抄琶ほこまれており､

それを解読することで､生きるということが生じてくる｡

この解読がどのような文脈の中で行なわれるかを知ること

で､生きものの特徴が見えてくるに違いないと考えて研究

を続けているのが生命誌である｡

その次に存在する連続の中での非連続が生きものの世界

の中での人間である｡ヒトとして見れば､細胞を構成単位

とする生物の仲間であるという点では連続であるが､常に

未完成というところは他の生物とまったく異なる｡それを

特徴づけるものは何かと考えた時浮び上がるのは､やはり

言語である｡ゲノムと言語､それぞれがつくる世界が呼応

し合って､別の言い方をするなら､生命誌と哲学のつくる

世界が相互作用して､生命論的世界観が生れ､21世紀社会

の基盤になって欲しいと願っている｡

残念なことに､多くの場合､ゲノムは遺伝子に還元され､

産業化に役立つ技術を生み出すための資源としてしか見ら

れていない｡先日も､人間はなぜ病気の遺伝子ばかり持っ

てtlるのかと聞かれた｡遺伝子研究は病気との関係で伝え

られることが多いからだろう｡病気の遺伝子など一つもな

い｡生きることを支えるゲノムの部品としての遺伝子が､

時に具合が悪くなるのであり､ゲノム全体で行なっている

"生きるこど'が重要なのである｡そこから､人間を考え

るための素材を拾い出して欲しいと思う｡

⑧



私たちは日本アスペンを応援します｡
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◆日本アスペン2004年秋季セミナー懇話会

芸術は実存にとってどのような存在か
今道友信
●日本アスペン研究所特別顧問

哲学実学比較研究国際センター所長

芸術をめぐることわざ

きょうはこれから､芸術と人間､芸術と実存の関係につ

いて､少し考えてみたいと思います｡

皆さんは``Arslongavital〕revis"ということわざを

お聞きになったことがおありでしょう｡もっとも一般的な

訳は｢芸術は長く人生は短し｣というもので､芸術作品と

それをつくった人間の命の長さの違いを示したものと解釈

されています｡では人間の寿命はどれくらいか｡それも元

気に活動できている間､すなわち実存している期間を考え

てみると､もの心つかない幼児までと老衰して以後とを除

いて､だいたい10歳くらいからせいぜい100歳くらいまで｡

つまり､人間の実存期間は90年くらいと言えると思いま

す｡それに比べ芸術は永遠の命を感じさせるものである､

ということです｡

このように芸術に無限を見たのは酉i半ですが､それに対

し､東洋では芸術も有限だと見ていました｡中国には｢画

の生命は八百年､五百年にしてその手鞘色ゆ｡書の生命は千

年､八百年にしてその押紙ゆ｣ということわざがあります｡

｢神｣とは精神のことで､つまり描かれた絵自体は八百年

はもつだろうけれど､五百年もしたらその精髄は失われて

しまう､と｡色が脱落したり､虫が食って紙がボロボロに

なったりして､モノとしては残るけれどその芸術性は失わ

れてしまうからです｡

では､日本ではどうか｡室町時代､能役者の世阿瀾が著

した『風姿花伝』の中に｢延年の舞い｣という語があり､

芸術を経験すると寿命が延びるというようなことが書いて

あります｡ここでは､芸術の寿命はともかく､人間が芸術

を体験すると､日々の営みの中ですり減り衰えかけていた

命が豊かになって､寿命が延びる､とある｡これこそが､

芸術と人間の関係を示唆したものと言えます｡

ラテン語に"artesliberales''という言葉があり､｢自由

学芸｣という訳が当てられています｡青からこれが大学の

教義学科という意味になっていますが､この"1iberale''と

いう言葉には､｢自由な｣という意味の他に｢解放する｣と

いう意味もあるのです｡｢リベラシオン｣とか｢リペラツイ

オ｣の形容詞です｡ですから"artesliberales''は｢解放

する芸術｣という意味でもあり､学芸を楽しめば浮き世の

しがらみから解放されるという意味も含まれています｡こ
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のように､洋の東西を問わず､芸術とは実存にとって深い

意味を持つものであることが､いにしえの苦から書式哉され

ていたわけです｡

いま芸術は周辺である

では､実存とは何か｡これほ英語では"existence"です

が､ラテン語では本来もう一つSが入って"exsistentia'

と言います｡これにはまず"exsistere"という動詞があ

り､"eXSistentia''はその名詞形です｡"sistere''とは

｢そこに立っている｣とか｢位置する｣という意配"ex

は｢外に｣という意味ですから､"eXSistere''は｢外に立

っている｣という意味です｡何の外にかと言うと｢本質｣

の外にです｡つまり実存とは｢本質の外に立っている｣と

いうことです｡

では､人間という本質を持ったものの外に立っていると

はどうt)うことか｡皆さんは人間ですから､それぞれが人

間の本質を持っている｡その本質とは､例えば｢人間は理

性的動物だ｣というような､人間なら誰もが持っている共

通の性質で､それは本質すなわち英語でessenceですが､

これのもとのラテン語がessentiaなのです｡人間は誰でも

これを持っているということは､逆に人間ならみなこの本

質の中に立っているということになるでしょう｡しかし､

皆さんは社会的存在としてこの歴史的世界の中で生きて､

活躍されている｡ですから実存とは､一人ひとりの個人が

普遍的な本質を出て､いま､ここ､の歴史的世界の中にい

る､現象の世界の中にいるということです｡つまり｢芸術

と実存｣というテーマは､芸術と個々の人間との関わりに

ついて論じることになります｡

では芸術は､人間一般にとってはどのような存在なので

しょうか｡実は芸術とは､一般の人々にとっては周辺的な

存在にすぎないのです｡殆んどの人にとっては､仕事や家

庭が生活の中心をなすものであり､芸術はそれらに多少ゆ

とりができたときに考慮するものである｡一口で言うと芸

術は､多くの人間にとっては余剰品､付加的な装飾品にす

ぎない｡ですから芸術は｢選び｣Ⅶ茎味｣と言ってもいいで

しょう｡

しかし､芸術が趣味だと言う場合､それは魚釣りと同じ

ものかと言うと､少し違います｡別に芸術が高尚で魚釣り

が下と言うつもりではありませんが､趣味としては同格で

あっても､例えば歌を歌うことが好きな人の場合､学校と

か教会などで何か催しがあるときにぜひ歌ってくださいと

棲まれることはあるでしょうが､きょうは学校のお祭りで

すから魚釣りをしてくださいという依頓はなかなかないと

思います｡ですから､社会的､公共的な性格も持つ趣味が

芸術だと言っていいかもしれません｡

また教養にもいろいろありますが､｢あいつは何のたしな

みもない男だ｣と言われるのは､仕事はでき語学も上手だ

けれども､少し文学の話をすると寝てしまうというような

人のことです｡ですから芸術は教養の一つ､たしなみの一

つだとも言えます｡

ところで私は以前､アフリカの西海岸の漁村に住む土人

の村を訪ねて､生活必需品を数えて延lったことがあります｡

土人を｢どじん｣と読むと差別語になりますが､｢現地人｣

と言うとやはり月艮などを着て近代生活を送っているような

感じになりますから､私は｢つちびと｣と言うことにして

おります｡その｢つちびと｣たちの持ち物は､いま記憶し

ている限りでは9種類しかありませんでした｡彼らが持っ

ていたのは､腰ミノ､カヌーと漕ぐ樺､煮炊き用の石器

(鍋､皿をかねる)､漁網､楽器(太鼓や笛など)､典礼用

のお面､そして身を飾るための植物や貝殻からつくった絵

の具､それと火打ち石だけでした｡

では､いま皆さんが現に身につけていらっしゃる-置具を

数えてください｡腕時計､ズボン､靴下､樹L上着､ワイ

シャツ､下着､ベルト､限鏡､手帳やペン､携帯電話､定

期入れも持っていらっしゃるでしょうし､財布やお金もあ

るのではありませんか｡それからキーでしょう｡そうやっ

ていくと､たちまち16くらいになります｡皆さんがここに

たった2時間坐っているだけのために持っている道具は､

およそ16種類になる｡これが家にあるものとなったら大変

なことになります｡おそらく10〔聴額ではきかないでしょ

う｡

この9種類のものしか持っていない人たちの持ち物を子

細に点検してみると､9つのうち3つが楽器と仮面と絵の

具ということで､つまり持ち物の9分の3は苛衝に関係す

るものであることがわかります｡一方､私ども文明生活を

送っている者の持ち物の中で芸術に関係するものの割合を

考えてみると､殆んビゼロに近いのではないでしょうか｡

しかし､私どもの生活の中に芸術はあふれています｡と言

うことは､われわれはそういうものを誰か他人にやらせて

今道友信氏

いるわけです｡例えぼ音楽会に行くとか映画やテレビを見

るというように､われわれは芸術を他人にまかせているた

めに､芸術が周辺的なものに見えているのです｡しかし実

際は､われわれはあらゆる場面で日々芸術に接している｡

ですから､人間生活全体から見ると､芸術は本当は周辺的

なものではなく､もっと重要なものになっているような気

がします｡

芸術の異化作用をめぐって

そこで､芸術は人間の実生1百の上で必須現象なのか､人

間にとって芸術は欠くことのできないものだというのは本

当だろうか､という辺りをまず検証してみましょう｡

人間の実生活上の必須現象としては､まず｢教育｣が浮

かびます｡どのような民族､地域でも｢教育｣は行われて

います｡日本ではその多くを学校にゆだねているのですが､

その｢教育｣は殆んど芸術を通じてなされている､という

ことをわれわれは忘れています｡例えば幼稚周匿行けば｢む

すんでひらいて｣などを歌って､リズム感を養ったり､他

の子どもたちと一緒に行動することを学ぷ｡そして小学校､

中学校へ行けば､それぞれの国の代表的な文人の作品を教

科書で読むことになります｡われわれのころは石川啄木と

か､島崎藤村､夏目漱石という人たちの作品按きの授業は

なかったように思いますが､そのように学校の国語教育の

中にも芸術は入っています｡

また日常生活の場面を考えてみても､われわれは部屋の

中に何もなl)のはどうも寂しいから壁に絵の一枚でもかけ

ようかとか､花を生けようかと思う｡これらは装飾､デザ

インという芸術分野に入ります｡服飾もまた､その範疇に

入ります｡

先に述べたように､われわれの生活の中では芸術は商品

として成り立っているので､日常生活の中では財貨の対象

として芸術は生きているということになります｡しかし､

以上のように見ていくと､芸術は人生においてかなり大き

な､意識されない意味を持っていることに気付かれると思

います｡例えば､生活の中にある芸術を全部除去してみる

と､国語教育の大部分は欠落してしまい､子どもたちはお

かしな言葉を使うようになるに違いないし､音楽を一切消

してしまうと随分われわれの生活は索漠としたものになる

でしょう｡
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芸術は実存にとってどのような存在か

われわれの暮らしは､アフリカ西海岸の土人たちのよう

に､自分で芸術的行為を行いながら生きていくという本当

の芸術の高さには到達していない場合があるとしても､芸

術なしの生活は考えられません｡そういう意味でも､芸術

は人間｢蜘ことって意識せられぎる大変な文化現象だと言

っていいと思います｡

それでは､人間→人ひとりにとっての芸術､実存の世界

にとっての芸術とは何か｡一人ひとりの生活の中で､芸術

と最も関わりのあるものの一つは何かと言うと､それは異

化作用です｡異化作用とは､いまいる場所から離脱する､

自分自身を変化させる､ということです｡例えば､家にい

て戴き物のお菓子を食べようとすると､｢あなた､体重のこ

とを考えなさい｣などと言われる｡そこでこちらはムッと

して､｢それでは､体重を減らすために散歩に行ってくる｣

と言い､ステッキを持って出かけて喫茶店に入る｡そして

コーヒーを頼み､｢ケーキ･セットはないかね｣などと聞い

てお菓子をとる(笑)｡そのように､ある場所からの離脱と

いうことが異化作用の例である｡そして､その離脱には劇

的要素が必要です｡例えば｢散歩に行ってくる｣と嘘をつ

くような台詞と断固とした顔つきです｡これは演劇です｡

そして私はそこでコーヒーを飲みながら､ふと思い出し

て､そういえぼここでこういう書物を読んだことがある､

あのころは勉強家だったんだなあと苦を懐かしんだりする｡

そして郷愁とともに夢想が湧いてくる｡その夢想をたまに

は文章にしてみようかと思って書くことがある｡それは下

手な作文であっても､私にとっては一種の創作活動です｡

そうやって芸術の世界に入っていく場合がある｡

つまり異化作用の一つに､過去を思い出す､ことに過去

の中からいい恩い出を探し出すということがあります｡私

の恩師の一人､ガプリエル･マルセルは｢人が他の人に贈

ることのできる最高の贈り物､それはいい思い出だ｣と言

う｡幸せなことに私には本当にすぐれた恩師､すぐれた友

人がたくさんいて､その人たちのことを思い出していると､

その人と語り合っているような気のすることがあります｡

その人とよく登った丘が浮かび､その丘の上のシイの木の

根方に腰を下ろして､2人で未来について語り合ったこと

を思い出す｡そして､そのときに引用した作家の言葉や､

その友達が教えてくれた詩を思い出すことがある｡これは

想像力を活用しているのです｡そしてその異化作用で慰め

られ､力づけられ､自分にもこんなにいい思い出もあった
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のだから､多少嫌なことがあってもそれに負けてはだめだ

と思う｡言わば別世界の舞台構成です｡

そういう異化作用の中にあるとき､人間は必ず芸術家に

なっているのです｡人間にはいつでも実存的危機があり､

決断の勇気が必要なときがある｡そういうときに､芸術は

われわれを本当に慰めてくれると同時に力づけてくれます｡

神に見捨てられたようiこ思うとき､その危機を救ってくれ

るのも芸術なのです｡

実存を生かす力

最後にダビデの話をしましょう｡

ダビデ王はあるとき､自分の子を擁立した軍隊に攻めら

れ､寝こみを襲われます｡そこで､とるものもとりあえず

たった∵人で逃亡し､洞穴に身をひそめる｡気がついたら

大切な剣だと思って手にして逃げたのは､枕もとにおいて

あった愛用の竪琴でした｡彼は身を締めながら､もう見つ

かって殺されて死ぬ前に､せめて思い出に好きな竪琴を弾

いて死のうと思い､ひっそりと爪弾きをし始めます｡その

楽曲にうたれて彼の精神は次第に力づいて､洞窟の外に立

ち､堂々と｢l酷を呼ぷ｣という蒜を大声で朗々と吟じ､竪

琴を奏で始めます｡

丘の下に集まって王を探索していた軍隊の将兵は一同､

感歎して王を見上げます｡たった一人で希望を呼ぷ歌を歌

い､琴を奏でているあれこそは､われわれの王ダビデだ､

謀叛を働いたわれわれは間違っていたと言って王のもとに

帰参します｡この物語は｢暁を呼ぷ｣という詩と音楽の力

で挫折から起ち上がった人の物語です｡芸術にはこういう

内的なはげましの力があるのです｡

また､イエス･キリストが十字架につけられたとき､｢エ

リエリ ラマ サバクタニ｣と言ったという｡これは｢わ

が押､わが神､なんぞわれを見捨てたまうや｣という『詩

篇第22番｢あけぼのの鹿の調にあはせて伶長にうたはしめ

たるダビデの歌｣』の冒頭の一節です｡つまりイエスは､

絶対的な危機のときに詩篇を朗詠し､そのまま息絶えてい

った｡この詩は､最初は神に捨てられたといって嘆きなが

ら､｢しかしわが祖先はあなたに頼ったから救われたのだ､

私も苦しみの中になおあなたを呼ぽう｣と言い､呼んでい

るうちに力が出てくる次第です｡ですから､絶対的な危機

のときにこういう詩を思い出すことによって力を得る人も

いるのです｡

われわれも､自分の好きな詩を読んで次第次第に力が出

てくることがあろうかと思います｡そういう意味において､

芸術は実存を生かす力なのかもしれない｡追い詰められた

最後のときに､人間にとって本当の力となってくれるもの

は芸術かもしれません｡ですから､皆さんもぜひ芸術との

出会いを大事にしてください｡年に∵度くらいは家族や友

人と美術館を訪ねて､感動を得た作品について語り合うよ

うなことをしてみる｡それが芸術との出会いを大切にする

ことです｡

こういう超越した心の状態をenthusiasmと言います｡

これは｢熱狂｣とか｢有Ⅰ露天｣という意味で､プラトンが

つくった吉葉です｡enというのは｢中に｣､也ouというの

は｢神theos｣の変化した形｡だからenthousiasmosと

は｢神の中に入ってしまうこと｣､つまり芸術によって神の

中に入ることです｡われわれは詩などを読んでいて､だん

だんと熱狂して絶望の状態から次第に神の中に入っていく

ような気がするぐらいに強くなっていくことがある｡芸術

には､人の心を超越させ強化していくものがあるのです｡

これまで私どもがテキストで学んだことを考えてみると､

イクスキュー)L/は人間はウムベル斗(Umwelt)､周囲世界

を出て世界に行かなくてはいけないと言った｡｢ウム｣とは

周囲のことで､ウムベルトとはこういう環境のこと､例え

ば教室はその例です｡人間はこういう場所を超えて輝きの

世界に行く必要がある｡人間は職場という自分の小さな空

間で仕事をしなければならないけれども､たまには世界の

中の自己というものを考える必要がある｡あるいは世界の

中の企業というものを考えなければならないけれど､たま

にはこの世界を超えて､芸術の世界､本当の超越の世界に

遊ぶことも忘れてはいけない｡それが実存と芸術の関係､

あるいは､芸術というものの一つの目的ではないかと思い

ます｡

ですから､忙しい身､芸術どころではないなどと言わな

いで､どんなに忙しくても､たまには本物の芸術作品に接

することによって自分自身を真の意味で内的に強める経験

をしておくことも大切ではないかと思います｡
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アスベン･セミナーに

参加して

〈2004年7角第19回参加〉

古典の真り価値を知る

私は第19回の日本アスペン･エグゼクティブ･セミナー

(7月16日～7月21日)に参加]させていただきました｡す

でに定評のあるセミナーと聞いておりましたが､当社から

の参加は今回が初めてでした｡

まず驚かされたのは､事務局から､政治､哲学､宗教､

自然生命､デモクラシー､ヒニL｣一マニティーなど､セミナ

ーのテーマとなる古典文献30冊ほどの抜粋教材が送られて

きたこと､さらに､それらをすべて事前に読み込んで､論

点となる具体的な文章を指摘して議論をすると明記されて

いたことでした｡

教材は､学生時代に少しかじり読みをしたもの､名前と

要約はなんとなく知っているがそれ以上の知見のないもの､

全くこれまで読んだことがないものが含まれており､それ

らをどう理解し､それらの何を議論するのか､かなり不安

を感じさせる内容とボリュームでした｡正直､教材だけで

は十分理解できず､その周辺をインターネットで調べたり､

また､一度読んだだけではその意味付けが理解できず二度

三度と読み込むなど､セッションの前日､夜遅くまで教材

と格闘しました｡

プログラムの各セッションは､参加者の感想､理解など

を中心に自発的な発表で始まり､モデレーターの采配､リ

ソース･パーソン(有識者)の発言などで､そのテーマを

より深く理解するものになっていました｡セッション運営

の宋配､議論を通して､アスペン･セミナーを運営して頂

いている超一流のモデレーター(本間先生､村上先生)､

超一流のリソースり〈-ソンの深い造詣､コメントに､深

い刺激と感銘をうけました｡

たとえば､｢認識論｣という哲学的な文献を議論する中

で､コモンセンスの解釈が｢常識｣ではなく､｢共通感覚｣

という意味の第六感という概念として古代ギリシャ酉学で

はとらえられていることを知り､また､イスラム文化の代

表作として『ルーミ一語録』などに接し､これまでの自分

の知識･意識範囲に入っていなかった分野にまで視野が広

がったと思います｡芭蕉の『奥の細道』という比較的親し
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んでいる文献についても､当時の時代背景､文化的背景な

どを理解して古典を味わうことにより､新しい視点がある

ことに気づきました｡ダーウィンの『種の起源』の解説を

生命給理学がご専門の中村先生から伺い､その深淵なイン

パクトを感じるなど､取り上げられた古典それぞれに､宗

教的､文化的､歴史的､政治的な古典としての重みがあり､

非常に広い視野を与えてくれるものでした｡

リソース･パーソンのお｢人の松山先生が､｢日本のイン

テリ･指導者は､学生時代にはいろいろ幅の広い関心があ

り､若者として哲学的に悩んだり､思索したりもしている｡

う虫り善がりもあるが､結構教養を積んでいる｡にもかかわ

らず､その後､会社人間となって､全く別の道を歩んでい

る｡教養のグライダー飛行をしている｣というようなこと

を言われたが､正に自分のケースにもあてはまると思いま

した｡名著と言われる古典は､人生経験を積んだ人､企業

の経営トップにある人が読むと本当の値打ちが出ると言わ

れるのも尤もであると感心しました｡

私自身､普層別ま企業経営の立場にあり､事業計画､業績

向上など､悪く言えば実務的なことばかりを考えている世

界にいますが､それとは全く違う哲学的な世界で1週間ほ

ど過ごしたことは､ビジネス･スクールのセミナーとは全

く異なる刺激でした｡経常トップの人間として､自社事業

分野に即必要な専門知識を高めるだけではなく､地球､社

会､人間に係わる幅の広い教養に理解力を持つことは､今

後の変化に富んだ厳しい経常環境の中にあって､経営の舵

取りを誤らず､コミュニティーと対話を深め､社員に高い

志を持たせ､思う存分活躍させるためにも必要であること

を痛感しました｡

アスペン･セミナ｢に

参加して

〈2004年2月第18回参カロ〉

蛭間泰弘さん
●東京ガス株式会社執行役員･広報部長

リ｢ダーシツフめ基本は対話を学ぶこと
忘れもしません､一昨年の12月25日のこと｡広島への出

張のため羽田空港で搭乗を待っていたら､社長の秘書役か

ら､セミナー参加予定者に急な出張が入ってしまったので

2月11日から1週間あいていないか､という電話がかかっ

てきました｡社長の指示ですし､断る理由もありません｡

これまで仕事に追われてばかりでものごとをじっくり考え

る時間もなかったし､これを機に古典を紐解くのもいいか

なと思い参加を決めましたが､テキストがドーンと送られ

てきて､これは大変なことを引き受けてしまったと思いま

した｡テキストをぎっと眺めてもまるっきり頭に入らない｡

そこで土日は図書飽に通い､受験勉強をしている若い人た

ちに囲まれながら2度読みました｡それでもよくわからな

いというのが正直な感想でした｡

セミナーは､先生方のお話を聞くだけでも勉強になった

し､他の人の発言からも大いに刺激を受けました｡本間先

生や今道先生が｢とにかく人の講をよく聞くこと｣とおっ

しゃっていましたが､普段の仕事では相手と議論し､説得

することが当たり前になっていても､古典を深く理解して

いない状態では相手との会話もできません｡そもそも内容

がよくわからない人間に自己主張などできるはずがないの

で､とにかく人の意見をよく聞いて理解しようと努力しま

した｡素直な気持ちで人の意見を吸収できるかどうかで､

セミナーから得るものは違ってくると思います｡

私はセミナーまでの準備期間が短かったためテキストを

2度読んだだけで参加しましたが､古典が善かれた時代背

景まで調べていれば､もっと深く理解できたと思います｡

中にはそこまで勉強した上で発言されている人もいました

から､ああそうか､こういう見方で､こういう意見を言え

ばいいのかと､セッションが終わった後も､翌日の準備の

ために夜中の2時頃までテキストを読んでいました｡

そうすると､例えばダンテの『神曲』は最初全然わから

なかったのに､何となくわかってくるような気がするので

す｡セッションの中で､最初憶的はずれなことを言って他

の参加者からそれは遠いますと指摘されるのですが､私自

身どこがどう違うのかもよくわからなかった｡それが後で､

不思議なことに､あっ､これはこういうことかなと､自分

なりに気づく瞬間がありました｡それを境にテキストの読

み方がだんだん変わっていって､これは他の人が見つけて

いない視点だから言おうかなとか､全体からすると重要で

はないかもしれないが､この部分だけは自分しかわからな

いだろうと思えるところが出てきました｡そして本当に理

解できたかどうかは､セッションで皆さんの意見を関心)た

りしているとわかるものです｡

つまり､それが先生方がおっしゃっていたダイアローグ

だと気づきました｡このダイアローグということがそれま

での私にはわかっていなくて､ついついディスカッション

になっていた｡でも､どんな人の意見でも参考になるとこ

ろがあるわけですから､まずは人の意見を聞き､その上で

ある方向に導くことが､人を引っ張る立場のわれわれに必

要なことなんだということがわかってきました｡リーダー

シップを身につけるための基本は､ダイアローグを学ぶこ

となんですね｡

仕事に追われていると､その世界特有の考え方に慣らさ

れてしまいがちです｡アスペン･セミナーは､もう一度原

点に立ち返ってものごとを考える姿勢を取り戻す場でもあ

ると思います｡それは新たな価値観を身につけるというこ

とではなく､過去からの積み重ねでできている現在の自分

の価値観は変わらなl)が､原点に戻っていまの自分を振り

返ることで､その価値観を補強したり深めることができる

ということではないでしょうか｡

何ごともそうですが､中途半端に参加しても得るものは

何もありません｡なぜこんなに苦しま馴ナればならないの

だろうかと､食事の時間さえ楽しめなくなります｡むしろ

常に前向きに､素直な気持ちで参加すれば､アスペン･セ

ミナーは大変有意義なものになると思います｡私は､いま

でもあのときの刺激を求めて､ウイークエンド･セミナー

や同窓会にも積極的に参加するようにしています｡

(談)

⑬



2口n4年川月30日～11月2日に｢石川･日本アスペン･セミナー｣が石川県金沢市の｢石川県青少年総合研修セン

ター｣で開催されました｡このセミナーは石川県･市の幹部職員ならびに同県の民間企業幹部16名を対象に実施

されたもので､地方自治体主催として初のアスペン･セミナーとなります｡

古典や伝統から地方の
新たな活性化が生まれる
石田良成さん
●石川県教育委員会庶務課長

｢石川･日本アスペン･セミナー｣は､平成16年10月30

日から11月2日にかけ｢石川県青少年総合研修センター｣

において開催されました｡アスペン･セミナーとしては､

大都市圏以外の地方で初めて行われるものとお聞きしまし

た｡

これまでに受講した研修は､仕事に関する直接的な能力

向上を図るため､対処療法的､技術的なものを学ぶことが

主でした｡しかし今回のセミナーは､長い歴史の中で多く

の人の評価を得ている世界や我が国の古典､そして現代の

優れた著作物を素材に参加者が意見を述べ合い､対話し､

正解を目指すのではなく､自らを思索するということであ

り､従来の研修では経験したことのない手法で進められま

した｡

研修の題材は古典や哲学的なものが主体であり､読み解

くこともなかなか難しく､研修中は深夜までテキストを何

度も読み返したりアスペンライブラリーで調べたりと､学

生時代の試験前夜を久しぶりに思い返し､悪戦苦闘しなが

らも充実感のある研修期間となりました｡古典や哲学が持

つ普遍性や奥深さに触れることが出来､社会や人間が持っ

べき本来的な根幹や土台となる理念､見識の大切さを改め

て認識させていただきました｡

さて､会場地である石川県には､九谷焼や輪島塗などの

伝統工芸､能楽や邦楽､茶道､華道などの伝統芸能など､

加賀百万石の醐以来の伝統文化が連綿として受け継が

れております｡長い歴史に育まれ蓄積された質の高い数多

くの文化が集積しており､言わば｢古典｣との語らいや｢対

話｣が日々の生活の中に溶け込んでいる土地柄であると思

っております｡

地域の発展を考えますと､昨今の急激な経済･社会の変

化や価値観の多様化が進む中で､｢古典｣や｢伝統｣の中に

秘められた本質を生かしながら､地域が自らの発想で個性

を発揮し､新たなものに挑んでいくことが､地方の活性化

につながり､地方分権を進めていくのではないかと考えて

おります｡

⑬

石川県では､長い歴史に育まれ蓄積された伝統文化とい

う月オ産をベースにしながら､近年においては､

･邦楽が盛んな地で小編成(40人程度)から成るオーケ

ストラ･アンサンプ/レ金沢を発足(昭和63年)させ､

オーケストラというソフトが先行する中で受け皿とな

る本格的なコンサートホールと伝統芸能を継承し育む

邦楽ホールとを併せ持つ石川県立音楽堂の開館(平成

13年)

･加賀藩前日家の居城であった金沢城を江戸時代の古絵

図等を基に職人の技を結集し､本物志向で復元(平成

13年に菱櫓･五十間長屋･橋爪門疏櫓を完成)

･田の神に感謝する｢あえのこと｣や夏のキリコ祭り等

の歴史のある民俗文イ出オが多く伝わる能登の地域と首

都圏を約1時間で結ぷ能登空港の開港(平成15年)

･石川の文化や風土を生かし豊かでたくましい人間性を

育むとともに､新たなタイプの学校づくり等の教育改

革を進める石川の学校教育振興ビジョンの策定(平成

15年)

などに取り組んでおり､新たな文イヒや交流を創出し､地域

の清一陸化につなげていくこととしております｡

古典や伝統との対語から本質自珊直を導き出すアスペン･

セミナーの真髄を生かして､心豊かで創造的な社会を築く

ことが､地方をさらに発展させるものと考えております｡

襟元された金沢城五十問長屋(石川県提供)

lアスペン･グループだより

多彩な顔ぶれが集う｢G250会｣
伊東 健
●雷士ゼロックス情報システム株式会社代表取締役社長

第5回同窓会幹事

｢G250会｣｡これが1999年秋のアス

ペン･セミナーに参加した私たちの同

窓会の名前です｡その年がゲーテ生誕

250年だったことから名付けました｡

『ファウスト』に関する今道友イ吉先生

の感動的な解説が今も全員の心に残っ

ています｡本間長世先生やリソース･

パーソンの先生方の博識と深い洞察力

は､5年経過した今もはっきり脳裏に

刻まれています｡

以来､G250会は毎年2回開催してい

ます｡メンバーは19名｡最初の2回は

セミナーの余韻が心に残る中､リソ｣

ス･パーソンの先生にもご出席をお願

いし､新たな思索と魂の癒しに大いに

役立ちました｡3回目頃からお忙しい

先生方のご出席もままならず､小学生

時代の自習時間と同様､皆ワイワイと

会話を楽しむ純粋な同窓会に変貌して

きました｡奥方連もセミナーに参加し

た時のメンバーなので意気投合し､会

言観音弾みます｡

昨年11月12日観､溜池の某中華料

理店でG250会を開催｡27階の眺めの良

い部屋で楽しいreunio汀ごした｡当会の

ホープ､民主党代表の岡田克也さんも

多忙な国会開会中にも拘らず参加され､

大いに盛り上がりました｡岡田さんの

質問に対する小泉首相の国会答弁が物

議を醸した直後でもあり､ひとしきり

その話題で時間が過ぎました｡政治の

話が一段落したら､後は自由な会話が

弾みます｡ほろ酔い力戊成になった頃､

皆さんの近況報告が始まります｡

多忙な方が多いため､開催日を4月

と11月の第2金曜日と決めており､各

自他のスケジュールが入らないよう工

夫しています｡それでも仕事で都合が

つかず欠席となる人が何名もおられる

のが心残りです｡

19名の同窓生は現在､会長･社長が

10名､副社長･専務･常薮4名､顧問･

参与2名､エグゼクティブセクレタリ

ー1名､政党党首1名､医者1名とい

う多彩な顔ぶれです｡

最後に､そのメンバーを紹介します

Ol厩不同)｡ウイークエンド･セミナー

等受講後も活発なアスペン活動を続け

るオピニオンリーダー､日本IBMの柴

田稔久さん(いつも思慮深い奥様清さ

ん)ヒ日本ユネスコ協会連盟の石神澄

子さん｡当会きっての論客､ミレアホ

ールディングスの半田勝男さんと､手

術後も順調な快復で舌鋒鋭い中央アド

新社の高橋達史郎さん｡1Tベンチャー

企業イーウイズユーの活発な経営活動

に多忙な松田俊介さん(いつも明るい

笑顔の奥様えり子さん)｡楽しい語で会

を盛り上げる王子製紙の渡遮昭三さん

と新東工業の平山正之さん(名古屋か

らのご参加)｡交通事故で重症を負われ

ても見事完治された資生堂の森靖孝さ

ん(含蓄のあるご発言のカリスマ奥様

充子さん)｡経験豊富な知識をアスペン

で披露されたオリックスUSAの佐藤健

さん｡モンテーニュに詳しくアスペン

でも異彩を放った医者の宇都出公也さ

ん(アメリカンファミリー生命保険)｡

落ち着いた話し方で聞き手を納得させ

る名手､資産管理サービス信託銀行の

斉藤岳さん｡聞きやすいスマートなプ

レゼンテーションで知られるプラネッ

トの中嶋秀隠さん｡毎年作物の収穫に

心を砕く日本デルモンテの西山覚次さ

ん｡言わずと知れた当会きっての有名

人､民主党の岡田克也さん｡静かな語

り口に闘志を秘め､説得力の高い上野

昨年開かれたG258会の参加メンバー

トランステックの上野孝さん｡日本の

常識派･正統派の代表､芝浦メカトロ

ニクスの奥原弘夫さん(ご主人患いの

奥陳文代さん)と東京ガスの山口靖之

さん(絵がとてもお上手な奥様愛子さ

ん)｡締務畑で辣腕を振るわれたユーア

イエスの山崎隆一さん｡論客の間で右

往左往の幹事役､富士ゼロックス情報

システムの伊東健(いつも同窓会を楽

しみにしている家内の恵子)｡

｢魂の世話を忘れていませんか?｣

という今遣先生の言葉を思い出しなが

ら､今後も年2回のG250会を継続した

いと考えています｡
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